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会員様向けのニュースレターも

今回で4回目となりました。

毎回、私たちもできるだけ会

員様が見やすいように工夫しな

がら、紙面を作っているのです

が。。。なかなか素人仕事と改

めて感じます。

もうちょっとカッコイイ…見やす

いニュースになるようにこれから

もみんなで頑張ってまいります。

なすの斎場グループでは今後、

コロナの先行きも見えないまま

ですが、対策をしながらも以前

にできるだけ近いようなイベント

を再開して参りたいと考えており

ます。是非、イベントにご参加く

ださいませ！

なすの斎場グループ

代表 関口将仁

なすの斎場グループHP

Nasunosaijo.com

はじめに

地元のお花
で最後を。

メモリアルコーナーといった、故人

が思い出されるようなものを、手

作りいたします。

那須産のバラ、大田原のシンビ

ジウムなど、地元農家様のご協

力のもとにお手向け致します。

故人を偲ぶ
空間を

私たちはお葬式の規模

に関わらず、世界で1つ

だけの特別なお葬式を

お約束いたします。

世界で1つ
だけの葬儀を

なすの斎場グループのお葬式理念

『ぼくのおなあちゃんにしてあげたかったお葬式』

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing 

elit.Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

巻頭記事
タイトル

私が中学3年生のとき、大好きだった祖母が他界しました。
雪の降る寒い冬の頃です。高校受験を控えた私は、自宅
で受験勉強をしていたところ、祖母の訃報を知ったのです。
急いで病院へ駆けつけると、祖母はすでに事切れており、
家族が悲しむ姿がそこにはありました。元気なうちに、さよ
うならも言えず、旅立ってしまった祖母…。そして、私はお
葬式の日に大きなユリの花とともに、「さようなら、可愛
がってくれてありがとう。」と伝えたことを、今でも鮮明に覚
えております。この言えなかった「さようならとありがとう」は、
現在なすの斎場グループでお葬式をさせて頂く故人様へ
心の中でお伝えしております。なすの斎場グループでは、
祖母を見送った時と同じ気持ちでお葬式をさせて頂きます。



2月13日のお手伝いの日に、通算180回

以上献血されている方とお会いしました。

その方にとっては、献血が生活の一部であ

り、私のように『ボランティアしてるぞ！』とい

うものではありません。その方を見て、自分

が少し恥ずかしい思いの反面、こういった方

に日本の医療は支えられているのだなとし

みじみ感じました。

令和4年2月13日にメガドンキホーテ黒磯

店様にて【黒磯ライオンズクラブ】として、献

血のお手伝いを致しました。

抜けるような青空と、2月とは思えないほど

の温かな陽気に「今日は沢山の方が献血

にお見えになるのでは？」という話で持ち切

りでした。

【黒磯ライオンズクラブ】がお手伝いする時

は、何故か毎回 那須ライガーさんとその

仲間があらわれ献血啓蒙のお手伝いをさ

れております。
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ボランティア報告
2月13日＠メガドンキ黒磯店にて

関口将仁

このニュースレターで何度も書いてきました

が、度重なるコロナの波により、以前よりも

献血をされる方が減少傾向にあるようです。

ご存知の方も多いかと思いますが、「赤血

球」は採血後21日間、「血小板」は採血

後4日間、「血漿」は凍らせて採血後1年

間の消費期限だそうです。

（日赤HPより）

なすの斎場グループでは、小児がんで髪を

一時的に失った子供たちのために「髪の寄

付」を積極的に募っています。『ヘアドネー

ション（髪の寄付）』という名称で世界的

でも一般的なボランティア活動の1つです。

髪を寄付するためには、様々なルールがあ

りますが、現在15㎝～30㎝の長さの

『ショートタイプ』の長さの寄付を沢山頂いて

おります。宇都宮事務局によると、十分な

量があるので30㎝以上の『ロングタイプ』の

みを現在受け付けている状況です。

もしもヘアドネーションに興味のある方は

なすの斎場グループのオリジナル冊子が

ありますので、是非お電話ください！無料

で郵送させて頂きます！

日赤の方よりの報告書

ヘアドネーションの変更‼

コロナで血液が
慢性的に不足‼

この写真の作成者不明な作成者は CC BY-NC-
NDのライセンスを許諾されています

https://oh-thatsnice.blogspot.com/2010/12/goodbye-hair.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


イベント予定表
期間：令和4年3月～5月

関口将仁

お彼岸感謝祭つむぎ矢板
3/20 10時~12時
予約不要 参加費：100円～
定員：なし
場所：つむぎ矢板

生花アレンジ教室
（黒磯/西那須野）
4/6 10時~12時
要予約
参加費：P会員500円
一般：1000円
定員：50名程度
場所：きずな上厚崎・きずな一区町

人形供養祭（那須/黒磯）
つむぎ黒磯・つむぎ那須
4/8 受付9時半～ 供養祭13時
予約不要
参加費：P会員無料
一般：1000円
定員：なし
場所：つむぎ黒磯・つむぎ那須

人形供養祭（大田原/矢板）
つむぎ大田原・つむぎ矢板
4/24
受付9時半～ 供養祭13時
予約不要
参加費：P会員無料
一般1000円
定員：なし
場所：つむぎ大田原・つむぎ矢板

生花アレンジ教室
（黒磯/西那須）
5/4 10時~12時 要予約
参加費：P会員500円
一般：1000円
定員：50名程度
場所：きずな上厚崎・きずな一区町

つむぎ黒磯・大田原内覧会
（樹木葬セミナー付き）
2/20 10時~15時 予約不要
参加費：なし 定員：なし
場所：つむぎ黒磯・つむぎ大田原

矢板家族葬セミナー
2/20 10時～11時 要予約
参加費：なし 定員：20名
場所：富田公民館
(矢板市鹿島町11-14)

樹木葬霊園那須塩原
第三区画オープンイベント
日にち：2/26・2/27
時間：9時～
予約不要 参加費:なし 定員:なし
場所：きずな上厚崎集合

つむぎ矢板オープンイベント
3/5・3/6 10時~14時 予約不要
参加費：なし 定員：なし
場所：つむぎ矢板

つむぎ矢板見学会
3/5～3/13 10時～15時
予約不要
参加費：なし 定員：なし
場所：つむぎ矢板

お彼岸感謝祭つむぎ大田原
3/18 10時~12時
予約不要 参加費：100円～
定員：なし
場所：つむぎ大田原

お彼岸感謝祭きずな上厚崎
3/19 10時~12時
予約不要 参加費：100円～
定員：なし
場所：きずな上厚崎

イベントは新型コロナ感染予防の観点よ

り、席数を限定し、換気を行っております。

飲食はせずに、マスク着用にてご案内して

おります。

【予約/問合せ】
（イベント対応)AM9:00~PM5:30

☎0120-33-8871

巻末に会館の地図があります！



樹木葬が縁で妻がなすの斎場を選択した

のは間違いなかったと思います。

葬儀で記憶に残ったところ

葬儀は火葬場の都合で６日後になりまし

た。時間が空くので、妻を会館に安置して

いただけることになりました。家族葬でしたの

で、妻は友人と最後のお別れはできない

今回の喪主様紹介は、那須町在

住の森様です。四十九日法要、ご

納骨をお迎えになる前日、この度の

奥様のお葬式を振り返りながらインタ

ビューにお答えいただきました。

なすの斎場をお選びいただいた理由

妻は肺がんの告知を受けた後、いず

れ死期が来ると考え、私に負担を掛

けないよう終活を実施しました。お墓

の用意もその一つで、散骨を希望し

ましたが、コロナ禍ではそれも叶わず

樹木葬を選択しました。
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喪主様紹介

感謝の気持ちを音楽にのせて

相馬親太郎

当時、なすの斎場で樹木葬霊園の

募集を行っていたので、購入しました。

このため、葬儀の後、納骨などで必

ずなすの斎場にお世話になるので、

葬儀一連の儀式をお任せすることに

しました。コロナ禍のため、家族葬を

考えていましたが、こちらは家族葬専

用式場もあり、生花部もあるなど、

設備も整っており、スタッフも懇切丁

寧に対応していただきました。

はずでしたが、合唱団の仲間がお別れに来

てくれ、妻を囲んでアメージンググレースを

歌ってくれた歌声は今も記憶に残り、忘れ

られません。歌の好きだった妻はどれほど喜

んだでしょう。これもなすの斎場において、

本来の安置室でなく、式場の利用を快諾

してくれた賜物です。葬儀でも妻の遺言し

た楽曲を絶えず流し、私たちに所作振舞

いも丁寧に教示していただきました。おかげ

で滞りなく葬儀を執り行うことができました。

感謝に堪えません。

葬儀後の不安

四十九日法要、初盆と続きますが、担当

してくれた相馬さんは知識が豊富で対応も

迅速であることはもちろん、できませんと言

わないで何らかの対処を考えてくれるので、

何ら心配はありません。

歌と花に囲まれてのお旅立ち

たくさんの想いを聴かせていただきました

家族葬だからこその
温かいお旅立ち



あじさい提携店紹介
矢板市扇町 そば処 天盛 様

竹中紗智

プレミアム会員の皆様へ

会員証をご提示いただくと

1,000円以上のお食事で

総額より５％引き！！！！

お一人でも入りやすいお店です

お気軽に足を運んでみては？？

今回ご紹介させていただく

【あじさい提携店】は、

この度3/5(土)にオープンを控えている

『家族葬専用・つむぎ矢板』のすぐ側！

そば処 天盛様です

この度、天盛の皆様へお店のおすすめを

直々にコメント頂戴いたしました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

私たち『天盛』は、創業３６年、先代より

受け継いだ味を守りつつ、ご来店いただ

いたお客様のご要望を取り入れながら、

日々新しい料理を探求し続けています。

平日のランチメニューは日替わり定食や小

丼ぶりのセット、通常のメニューを曜日替わ

りでお安く召し上がりいただけるサービスメ

ニューなとをご用意してありますので、お気

軽にお越し下さい。

当店オリジナルのつけ麺カレーそばはラジ

オやテレビなどで度々取り上げていただき、

幅広い年代の方からご支持頂いております。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

地元の方にずっと愛され続ける天盛様。

店内のカウンター席には、季節の花々や、

季節に合わせた雛人形などが飾られ、

お食事を召し上がりながら季節を感じられ

る…とても温かな雰囲気のお蕎麦屋さんで

す。

営業時間

11:00‐14:00

17:00-20:30

(ラストオーダー20:00)

テイクアウトも可能(お料理による)

そば処 天盛

住所：栃木県矢板市扇町1-17-46

電話：0287-44-2252

定休日：土曜日

駐車場：建物左奥にございます

『ああ、天盛さんね‼』

地元の方なら皆さんご
存じの、駅近くにあるあ
のお蕎麦屋さん！

香ばしいかき揚げに絡む甘めのタレと、

のどごしのいいお蕎麦は相性抜群！！



あじさい福祉提携店

活動内容。

現在はおよそ2ケ月に一度、

アレンジメント又は花束をお届けさせ

ていただいております。

場の雰囲気が和みますよう季節に合わせた

素敵なお花を準備させていただいています。
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加盟店急増中！
あじさい福祉提携店

高橋清志

コロナ禍以前各施設様に

出張し定期的にアレンジメント教室を

開催させていただきました。

利用者様の楽しそうな顔が

印象的でした。

現在出張アレンジ教室休止中

上記写真は加入者施設様向け

サービスの一覧になります。

個人情報保護法により

お預かりした情報を

外部に流出することは一切ございません。

当社にて責任をもって

管理させていただきますので、

どんなことでもお問い合わせください。

お花の定期お届け

出張アレンジメント教室の開催

各種ボランティア活動

その他各種セミナーの開催

地域に根差し感謝される企業を目指して！！

2022年1月より

なすの斎場プレゼンツ

あじさい福祉提携店様募集が

はじまりました。

地域によりそい感謝される企業

を目指しての活動になります。



生花イベント大盛況！
2会場70名がハートのアレンジ‼

関口将仁

【今回のテーマは2月『バレンタイン』】

2月に行われたフラワーアレンジ教室のテー

マは『バレンタイン』‼

那須産のバラを使い、グリーン（笹）で

ハートを作るという素敵なアレンジとなりまし

た。その後専用写真コーナーにて皆さま写

真撮影を楽しんでいらっしゃいました！

【グループでもお一人でも】

フラワーアレンジ教室では、毎回グループで

参加される方、また1人で参加される方と

様々です。もちろん男性の方の参加もござ

います。私たちなすの斎場グループスタッフ

がいっしょに楽しくイベントを盛り上げますの

で、お気軽にご参加お待ちしております

https://adtownweb.net/

地域のニュースサイト
で取材されました！

イベントは新型コロナ感染予防の観

点より、席数を限定し、換気を行って

おります。飲食はせずに、マスク着用

にてご案内しております。

「参加してみたい！」
と言う方は、お電話にて日
程のご確認・予約を承って
おります！

地域の情報発信サイトから取材‼

『みんなの那須ポータルサイト』

【フラワーアレンジ教室】
私たち、なすの斎場グループではこのコロナ
禍だからこそ心が穏やかになるようなフラ
ワーアレンジ教室を行っています。毎月1回
開催し、2会場で70名様ほどのご参加頂
いております！

【売上は全額チャリティー】
本イベントでは500円の参加費を頂戴して
おりますが、年間を通じたこのようなイベント
の参加費は全て社会福祉法人や、地元
小学校・中学校に寄付しております。

リポーターの『ダニカ』さんも、当日は一緒に

体験をして頂きました‼

その様子は、『みんなの那須ポータルサイト

ちゃんねる』を検索して是非ご覧下さい！

https://adtownweb.net/
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彼岸イベント間近‼

伝説の『生花バイキング』復活！

関口将仁

会員様100円で10本の切り花をプレゼン

ト‼お花が高騰する時期だから、私たちが

お手伝いした当家様には良いお花を届け

たい、そんな想いがあります。

私たち、なすの斎場グループではイベントの

売上を全て各地域の福祉施設様や、学

校に寄付を行っております。

「お葬式だけの会社」ではなく、地域に根

差していきたいという想いからこのような活

動を続けております。

是非、、皆さまお誘いあわせの上イベントに

ご来場お待ちしております。

毎回大混雑…申し訳ありません！

売上は全額寄付

黒磯市、大田原市、
矢板市の3か所で開
催いたします！



年に1度の人形供養祭‼

会員様は5キロまで供養料0円‼

関口将仁

イベントは新型コロナ感染予防の観

点より、席数を限定し、換気を行って

おります。飲食はせずに、マスク着用

にてご案内しております。

「参加してみたい！」
と言う方は、お電話にて日
程のご確認・予約を承って
おります！

2日間4会場で開催

【人形供養祭？】
お人形への想いを、処分ではなく感謝の気
持ちに変えて供養を致します。私たちの人
生に長短関わらず、いっしょにすごしたお人
形－。人間と同じように手を合わせ、ご住
職の読経を頂く事を大切にしたいと考えて
おります。

【子供たちへの情操教育】
是非お子様がいたら、ご来場をお願いしま
す。物があふれる時代だからこそ、その大切
さを感じることが出来るのではないでしょうか。
また、「手を合わせる」事への感情を大切な
お人形だからこそ教えてもらえるのかもしれ
ません。

【感謝のお手紙コーナー】
当日は、人形をおいてサヨウナラ…ではなく、
お人形へ感謝のお手紙を1言でも良いので
お書き添え頂くコーナーをご用意しておりま
す。

【全額チャリティーへ寄付】
今回のイベントでは外部の方への謝礼など
の経費を除く、売上は全て福祉へ寄付し
ます。行政や、小学校・中学校でお役に
立てればと存じます。

4月8日（金）
9時30分～13時00分（13時より供養祭）

〇つむぎ那須 〇つむぎ黒磯

―――――――――――――――

4月24日（日）
9時30分～13時00分（13時より供養祭）

〇つむぎ大田原 〇つむぎ矢板



樹木葬の３つの特徴

１ 樹木をシンボルとしたお墓

２ 継承を必要としない個人供養

３ 安価な供養方法

樹木葬とは、どんなお墓？

近年、雑誌やテレビ番組などで終活情報

が取り上げられる機会が増え、樹木葬とい

う言葉を耳にしたことがある方も多いのでは

ないでしょうか。

自然志向で、明るく、自由。そんな漠然と

したイメージはあるものの、詳しい仕組みや

埋葬方法まではご存じない方がほとんどで

す。
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樹木葬
樹木葬那須塩原第三区画オープン

田中 勝

場所

高野山真言宗 薬王寺境内

栃木県那須塩原市塩野崎270‐1

薬王寺39世住職 佐久間啄道

樹木葬那須塩原第三区画現地見学会

日時 令和4年2月26日 27日

場所 なすの斎場きずな上厚崎

当日の流れ

9時 受付開始

9時30分 現地へ出発.

10時30分 プラン説明会

11時 相談会・販売会

プレ販売イベント開催いたしました。大好

評にて残り区画僅かとなりました。この機会

に是非ご検討くださいませ。

令和4年2月オープン

イベント情報

1300年の歴史

薬王寺本堂



矢板OPEN‼
3月5・6日オープンイベント開催！！

つむぎ矢板オープンイベント

日にち 3月5・6日

時間 10:00～14:00

住所 矢板市鹿島町483-1

なすの斎場で建設中の「家族葬専用式場

つむぎ矢板」がいよいよ完成します。

予定では3月1日にはプレオープン、3月5・

6日にオープニングイベント及び内覧会を開

催する予定です。

つむぎのコンセプトでもある「控室のどこから

でも故人様の姿を見ることができる式場設

計」や「ゆっくりとお過ごしいただくためのダイ

ニングスペース」など、これまでの葬儀会館

にはなかったゆっくりと家族でお過ごしいただ

ける会館となっております。

また前回のニュースレターでも案内しました

が、こちらの式場は感染症対策を完備した

「非接触対応式場」となります。

例えば風除室・ホール・式場とそれぞれを

仕切ることでき、どのようにお使いいただくか

をご家族の希望に合わせてご対応すること

ができます。

また遺族控室と祭壇を一体式に設置して

いるので、家族だけでのお別れをしていただ

くのはもちろん、この空間で家族だけの温か

い時間をお過ごしいただくこともできます。

さらに風除室を通常の3倍ほどの大きさで

設計しており、希望によってはこのスペース

だけで受付、焼香、そして専用に設置され

たモニターを使った家族との挨拶まですべて

行えるようになります。

感染症の対策をしながらの葬儀、ここに頭

を悩ます心配を減らすことができる式場を

ぜひ一度皆様に見ていただければと思って

おりますので、どうぞオープンベントに足をお

運びいただければと思っております。

つむぎ矢板 店舗責任者

髙橋 真人

来場するだけでボックスティッシュプレゼン

ト！

来られた方皆さん豪華景品が当たる（か

も？！）の福引抽選！※特賞は「山久」

さんの豪華商品券！

さらに先着で大田原の高級食パンをプレゼ

ントさせていただきます。

さらにさらに！当日プレミアム会員入会で、

お米のプレゼントもあります！

ぜひこの機会にお越しください！

矢板駅から最も近い
式場(車で1分)です

オープンイベントではたくさんのプレゼンを

トご用意しています！



【予約/問合せ】
（イベント対応)AM9:00~PM5:30

☎0120-33-8871
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